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新日本スポーツ連盟
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代表 岩井 富雄
射水市宝町 1364-35
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阿蘇山のお釜

小木

清 画

朝日町
816.8ｍ
既報で「僧ヶ岳・駒ケ岳」で案内しましたが、まだ残雪多く雪山装備が必要との情報
で、世話人会で検討し変更しました。〈Ｌ〉の都合で当初予定 12 日を変更します。
海抜ゼロメートルが登山口。境川から初雪山に連な
る尾根の最初のピーク。黒部川扇状地から望む山容は、
羽を広げた大鷲のようだ。山頂からの展望よし。眼下
に黒部川扇状地と富山湾、転ずれば犬ヶ岳・白鳥山・
初雪山や僧ヶ岳も。
【集合・出発】6 時 00 分 薬勝寺Ｐ
【行 程】
登山口 7：30

烏帽子林道合流点 9：15

11：00（昼食）11：40

大鷲山

登山口 14：15

累計標高差 900ｍ
登り 3 時間 30 分 下り 2 時間 30 分
体力度 ★★★☆☆

技術度 ★★☆☆☆

〈Ｌ〉岩井富雄
【参加申込】7 月 5 日まで FAX 0766-57-8180 岩井へ
ヒスイ海岸からの大鷲山

3025.6ｍ

大展望と高山植物が待つ
３０００ｍの散策路
朴の木平からシャトルバスでいっきに畳平（2702
ｍ）へ、およそ 400ｍの登りで最高峰・剣ヶ峰に立つ。
余裕があれば畳平から魔王岳（往復 30 分）
、大黒岳
（往復 40 分）
、富士見岳（往復 60 分）へ登って展望
を楽しめます。
【集合・出発】5 時 00 分 薬勝寺Ｐ
【行 程】
平湯（アカンダナＰ） シャトルバス
肩の小屋

乗鞍岳（剣ヶ峰）

登り 2 時間
標高差 400ｍ

畳平

往路を戻る

下り 1 時間 30 分
技術度・体力度 ★☆☆☆☆

〈L〉黒川 衛
【費 用】 費用は 6000 円（シャトルバス代含む）
【参加申込】7 月 10 日まで
FAX 0766-57-8180 岩井まで
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3033ｍ

2967ｍ

【行程プラン】
1 日目 戸台口からバスで北沢峠（標高 2030ｍ）

仙丈ケ岳・馬の背ヒュッテ（2640ｍ）
（泊）

歩行時間 2 時間
2 日目 馬の背ヒュッテ

仙丈ケ岳

小仙丈ケ岳

北沢峠

歩行時間 4 時間 35 分（登り 400ｍ 1：20 下り 1000ｍ 3：15）
昼食後、

栗沢山（2714ｍ）に登頂（往復 4 時間）（北沢峠に滞留も可）

北沢峠こもれび荘（旧長衛荘）泊
3 日目 甲斐駒ケ岳登頂し、帰路へ

標高差 950ｍ 登り：4：15 下り：3：15

※ 募集人数は 8 人（小屋が予約制であり、先着順とします）
【テント泊企画プラン】小屋予約が 8 人となり、テント泊も企画します。
1 日目 戸台口からバスで北沢峠（標高 2030ｍ） 昼食後テント設営し、

栗沢山に登ります。

登り 3 時間 下り 2 時間 30 分 標高差 750ｍ
2 日目 仙丈ケ岳をピストンします。
標高差 1000ｍ 登り 4 時間 30 分

下り 3 時間

（6：30 出発し、15：00 テントに戻る）

3 日目 小屋泊組と一緒に行動 甲斐駒ケ岳登頂し、帰路へ
標高差 950ｍ 登り：4：15 下り：3：15
体力度 ★★★★☆ 技術度 ★★★☆☆

〈Ｌ〉堀井泰則 〈ＳＬ〉的場邦夫

【参加費】28,000 円（山小屋 2 泊 4 食、交通費、ほか）
テント泊 15,000 円（幕営代、2 日目の夕食・3 日目の朝食を山荘、交通費、ほか）
【参加申込】7 月 15 日まで FAX 57-8180（岩井富雄）まで
※

テント泊の問合せ・相談は堀井〔090-1314-6394〕へ

上：栗沢山から甲斐駒ケ岳

下・仙丈ケ岳山頂

北沢峠こもれび山荘
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小坪哲彦の自主企画

【集合・出発】14 時 30 分 薬勝寺Ｐ
【日 程】
7/21 糸魚川市内で買い物し、蓮華温泉ロッジ（泊）
7/22

蓮華温泉から五輪尾根を登る。吹上のコル分岐

2419m

を経て朝日岳から朝日平 朝日小屋（泊）
7/23 蓮華温泉まで往路を下ります。

北又林道が土砂崩落で通行止めになっているた

〈Ｌ〉小坪哲彦

め、蓮華温泉に前泊し、五輪尾根から朝日岳を往復

標高差：1100ｍ

体力度 ★★★★☆ 技術度 ★★☆☆☆

するコースに変更しました。

【費 用】26,000 円（2 泊 4 食、交通費 他）

五輪尾根は高山植物の宝庫。花を愛でながらゆっ

【参加申込】7 月 14 日まで小坪 FAX56-3058 へ

くりと登り、朝日小屋でくつろぎましょう。

8 月企画案内
長くお花畑が楽しめる頚城の隠れた花の名山
新潟県糸魚川／長野県小谷村
2,245ｍ

2,197ｍ
【集合・出発】5 時 00 分 薬勝寺Ｐ
【行 程】糸魚川 IC

小谷温泉

登山口

天狗原山

〈標高差〉 1200ｍ （参考・称名滝～大日岳は 1450ｍ）
〈歩行時間〉 登り：5 時間 00 分 下り：4 時間 00 分

金山

（下山は往路を下る）

〈Ｌ〉堀井泰則
体力度 ★★★★☆

技術度 ★★☆☆☆

【参加申込】7 月 26 日まで FAX 57-8180（岩井富雄）まで
天狗原山の石仏と花々

2,999ｍ
1 日目：室堂

別山乗越

剣山荘（泊）

（歩行時間 5 時間）
2 日目：剣山荘
室堂
体力度 ★★★☆☆

剱岳

剣山荘

登山路の混雑と渋滞を避けるため
平日に企画しました

別山乗越

（歩行時間 9 時間）
技術度 ★★★★☆

〈Ｌ〉岩井富雄
※ 参加募集人数は 10 名（受付先着順とします）
（剣山荘に宿泊の予約済み）
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別山乗越から剱岳

自主企画の案内
2380ｍ

2437ｍ

ルート：栂池ゴンドラ・ロープウェーで栂池自然園
天狗原湿原

白馬乗鞍岳

白馬大池

復路は往路を下る
標高差 600ｍ

白馬乗鞍岳山頂

歩行時間 6 時間

体力度 ★★☆☆☆

技術度 ★★☆☆☆

〈Ｌ〉的場邦夫 〈ＳＬ〉堀井泰則

白馬大池

費用：5,000 円（ゴンドラ・ロープウェー代含む）
詳細は次号会報№179 でお知らせします

オドリコソウ

アヤメ

1,377ｍ

メンバー：
〈Ｌ〉小坪哲彦、竹内啓子、岩越理代、熊木廣子、甲かほる、瓶田真寿美、藤井洋子、上田千秋、
的場邦夫、熊木龍巳、峯 周二、堀井泰則、林憲彦、背渡健治、
（会員外・宮前スミ）
【行程記録】
小杉ＩＣ 5：05
5 合目 9：50

女形谷ＰＡ（朝食）
8 合目 10：45

いぶき薬湯で入浴後、帰路に

長浜ＩＣ7：40

登山口 8：05（タクシー）

頂上 11：25（昼食）12：15

3 合目 14：00

3 合目 9：20

登山口 15：15

薬勝寺Ｐ 19：25 着

伊吹山山頂

上・山頂にて
右上・花に止まるウスバアゲハ
右下・5 合目から仰ぐ山頂
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さわやか登山・伊吹山

熊木廣子

朝 5 時、15 名が三台の車に分乗して出発。高速道の長浜ＩＣで降りて上野登山口へ。タクシーで 3 合目へ（林
道乗入れ許可が 2 台のみでピストンで 2 回）
。ようやく全員揃って出発。彼方の山頂を見上げれば、斜面の登山
道をジグザグに登る人が豆粒のように見え「自分もあそこを登らないといけないのか」と思ってしまった。草
原状の斜面は木陰がなく、多くの登山者に踏まれて光る石の多い登山道を登る。足元が気になり眼下に広がる
景色を振り返ってみる余裕がなく、小休憩のときに眺めることができました。眼下に広がる町並み、山並み、
田園風景はパッチワークのようで美しく映えていました。下山して車中から見た麦の実りの色がレンガ色にな
ったものもあったからでした。
頂上に近づく頃が一番の急登になって、
“伊吹山にもこんなところがあるのか”と思いました。この山は白木
峰みたいなだらかでゆるやかな山かな？と想像していたからです。登りきったらそこには人も多く、売店も数
軒ありにぎやか。さすが関西圏に近い山。
記念写真を撮り、昼食。三角点まで歩き下山。下るときは登る時より注意、危ない。小砂利の石車に乗って
滑ってしまうこともありました。出発地 3 合目に到着し、予約済みのタクシーを待つ。5 人が歩いて登山口へ出
発。タクシーで登山口に着くと歩き組みがすでに到着済み。速い！

３合目

熊木龍：3 合目のお花畑をスタートする時、登山者の多
いのにビックリ。頂上へ 2 時間、人気の山を実
感。眺めも良く楽しむことができました。
堀 井：最近、腰に疲れが出て違和感と不安を抱えての
登山だったが、下山後は腰の違和感が無くなっ
た。もっと花が多いときに登りたかったなあ。
背 渡：さすが滋賀県の誇る百名山。フャミリー連れが
多い。花は少なかったが、天気晴れが最高の思
い出。再度挑戦の山。

：晴れ女に、晴れ男がいらっしゃったおかげで伊吹山に近づくほどに青い空が広がりｇｏｏｄ！アヤメや
竹 林内：
オドリコソウなど可愛かったけど、花はもう少し後のほうが良かったかな。でも、大きく広がる近江盆
地風景のパノラマ。本当に素敵でした。
藤 井：前日まで天気予報は傘マーク。15 名のパワーが晴天をもたらした。3 合目までタクシー、そして山歩き、
帰りは「よもぎの湯」でゆったり。少し残念だったのは花が少なかった事。
（早かったかな…）
甲 か：本当に久しぶりの山行でした。膝が心配でしたが、いろいろ優しい声をかけてもらったおかげで無事下
山できました。アヤメやオドリコソウの群生がきれいでした。次回も行けるように『山筋ゴーゴー』体
操をがんばりま―す。
小 坪：雨の懸念から憂鬱な出発となりましたが、真夏を思わせるような快晴となり、北アルプスの山々とはま
た違った花々に出会えて心が和みました。久々にリーダーを務めさせていただきましたが、参加 15 名
のメンバーが無事下山し、薬勝寺Ｐに戻れて安堵しました。皆さんありがとうございました。
上 田：3 合目から見上げる伊吹山はなだらかで、とても緑が豊かで美しかった。8・9 合目はなかなかの急登が
続き、登ってこそわかるさすが人気の山だと思いました。
峯 ：最高に気持のいい天候。心地よい風を受けて、草原を歩くようなルンルン気分の山行でした。眼下に広が
る田園風景と琵琶湖。湖上に浮かぶ竹生島や鈴鹿山脈も見ることができ心癒されました。しかし、体力
が余って登山口まで歩いて下ったが物足りなさも感じました。

岩 越：琵琶湖はチョットぼんやり見える程度でしたが、時折吹くさわやかな風をうけながら楽しい山行を
して来ました。情報を集め、計画してくださった〈Ｌ〉や会員の皆さんありがとうございました。
的 場：北陸自動車道を通るたびに横目に存在感のある伊吹山を見ながら“いつか登るぞ！”と思いつついまし
た。それがようやく念願叶いました。また、雨の予報が変って晴れて見晴らしも良く、春の花も咲いて
気持ちのいい山歩きができました。
〈Ｌ〉に感謝！仲間に感謝！天気に感謝！！
林 ：琵琶湖畔を車で走るたびに、仰いだこの山に一度は登ってみたいと思っていましたが、その思いが叶い
ました。山頂までドライブウェーがついていて軽装の観光客が大勢いてがっかりしました。でも、滋賀
県の人は、富山県人が立山を見ているような気持ちで伊吹山を日々眺めているのだろうと思いました。
瓶 田：久しぶりの登山で、少し不安もありましたがお天気も良くてストレス発散になりました。
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一歩一歩が頂へ

瓶田真寿美

心配していたお天気も登山口に着いてみれば真っ青な空が広がり、日焼けが心配になるくらいでした。高速道路
の長浜辺りから見る伊吹山はいつも存在感を示し、いつかは登ってみたいと思っていました。登山口の三之宮神社
には 8 時過ぎに着きましたが、タクシ－に乗って出発した時には 9 時になっていました。1 時間ほども時間があっ
たのに何か落ち着かなく久しぶりの登山で緊張してしまって目の前のお宮さんに参拝する事もなく過ぎてしまいま
した。
新・花の百名山にも名前が上がっている伊吹山ですが、まだ季節的に早く今回登った表登山道では 3 合目に沢山
咲いていたアヤメが印象に残りました。時間的に余裕があって散策でもすればもっと沢山の花に出会えたのかも知
れませんが。
3 合目から上を見上げればゴ－ルの山頂の稜線が見えて「あんなとこま
で登らんならんがやね。遠いなあ」と思いましたが、長い道のりも一歩一
歩からです。意外とあっさりと山頂に着きました。登っている途中少しも
やっていましたが琵琶湖や竹生島も見えました。吹く風も気持ちよくお天
気も最高で楽しい一日となりました。帰りも 3 合目からタクシ－を利用す
る予定でしたが他の 4 人の方と一緒に登山口まで徒歩で下りました。山頂
からは小金色に色付く麦畑や水田や街並みが見えました。蛇足ではありますが、この時期になると今頃の季節を表
す「麦秋」と言う言葉と共に麦畑に住むひばりの親子の話を思いだします。

飛び入り参加 伊吹山

宮前

スミ

ある日突然「こんにちわぁ～これ貼ってもらえんけ」の声。出てみるとポスターを手に岩井さんが来店。この
ひと声で私は伊吹山に行くことができたのです。それにこの三島野ポスターはスーパーなどでも目にし、尾瀬が
描かれたポスターはきれいで前からとても気になっていました。
伊吹山が恥ずかしながら「深田久弥の日本百名山」だということも知りませんでした。私は北アルプスがほと
んどで同じ山ばかり何度も登っています。店は木曜日が休みなので、目が覚めた時間や天候などで行き先を決め
て一人で登っていました。日帰り登山は御嶽山までが限度だと思っていました。まさか滋賀県まで行けるとは…。
本当にいい機会でした。
伊吹山は独立峰の為かとても 1377ｍの山とは思えない、ドッシリとして見えました。また、登ってきた行程
が全部見ることができるという山も経験ありませんでした。花もとてもきれいでした。自分ではかなり花の名を
知っていると思っていましたが、伊吹山の花はぜんぜん分かりませんでした。ショック！
三島野ＳＣは山行の役割分担をきちんと決めて、全員参加の運営の素晴らしいクラブだとお見受けしました。
飛び入り参加の私も楽しい一日をすごすことができました。ありがとうございました。

メンバー（Ｌ)荒井英治、(ＳＬ)岩井富雄、福島忠義、
上市町
446ｍ

（茗荷谷山）

的場邦夫、背渡健治、續池 巌 林 憲彦、藤井洋子、
熊木廣子、桶本一栄、續池静子、甲 かほる、
島倉津也子、長谷部節子、宮本久子

【行程記録】
薬勝寺Ｐ出発 8:00

大岩登山口出発 9:10

に出る、ベンチのある場所で休憩 9:50～10:00
平 山 頂 上 到 着 10:25 ～ 10:40
峠山到着 11:33

尾根筋
城ヶ

中 浅 生 分 岐 11:10

ハゲ山到着（昼食）11:55～12:30

浅生登山口 13:25
13:27～13:45 アニメ映画『おおかみこどもの雨と雪』
のモデルとなった古民家「花の家」で休憩、
大岩不動の湯で入浴 14:40～15:40
薬勝寺Ｐ帰着 16:40
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荒 井：三日前に下見に来た時は、思ったよりもアップダウンが多くて、「楽チンコース」の予想がハズレ、結
構シンドク感じた。今日は慣れもあって割と楽だった。
岩 井：2 回目の城ヶ平山、ハゲ山は初めて。標高はあまり高くないがアップダウンあり、天候もよく楽しい山
行でした。
福 島：新緑さわやかな里山。切り開かれた広々とした開放的な山頂でした。毛勝山、剱岳などの眺望は雲が
かかってすっきりしなかったが、楽しい山歩きでした。
的 場：初めての城ヶ平山。どこから登るのか興味津々でした。名物の「ところてん屋」の前から登り、城ヶ平
山・峠山・ハゲ山と登り、日石寺を通ってところてん屋に戻る。とても魅力あるコースでした。15 名
がワイワイガヤガヤ。熊も寄ってきませんでした。
背 渡：久しぶりの城ヶ平山。ハゲ山までは初めて。最近登山者のマナーが良くゴミも少なくなった。天気よく
楽しい山行でした。
續池巌：巨大なシオデ（山菜）が一本とれてびっくりした。アイコもでっかいのが沢山あったがすでに固くな
っていた。

林 ：久しぶりの城ヶ平山はいつ登っても山登りの楽しさを味わえ
る山でした。富山湾は一望できましたが、剱岳は雲で望めず
残念。世の中、2 つも 3 つも同時に満足することは難しいも
のだ。
藤 井：かくれた名山が富山にいっぱいあることがわかり、また、景
色が疲れをいやしてくれました。
熊木廣：涼しい木陰の道を進み森林浴しながら楽しい一日を送れまし
た。ありがとうございました。
桶 本：今日は、とても足の裏が土に当って気持ち良かったです！
ありどうしのお花がとてもかわいく、かれんでした。
續池静：よいお天気で、ほど良い山行、おしゃべりも楽しくあるきま
した。
甲 か：今回も城ヶ平山を楽しく登ることがきました。膝も大丈夫で
嬉しいです。頂上からは富山平野、富山湾、毛勝三山、剣岳
などが一望、アニメおおかみこどもの雨と雪の住んでいたモ
デルの家での一休み、「ソヨゴ」「ネジキ」「またたび」等々
の樹木名も教えてもらい満足な一日でした。ありがとうござ
いました。
長谷部：天候もよし仲間も大勢で楽しく山行できました。これからも
よろしく。
宮 本：草刈もゆき届き気持ちのいい山でした。久し振りの山行で気
持ちのいい汗、気持ちのいい風にあたり山に感謝。

クリーンハイクで回収したゴミ
ゴミ３００ｇ
（種類：飴の個袋、手袋片方、割れたドリンク
瓶、針金、アルミ缶、タオル、紙くず等）
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〔参加者〕岩井富雄、荒井英治、小坪哲彦、背渡健治、峯 周二、的場邦夫、古川三郎、
堀井泰則、上田千秋、瓶田真寿美、甲かほる、森田絹代、黒川 衛（講師）

雑穀谷の岩壁で黒川さんを講師に、僅かな突起に足場を確保
し、ホールドを見つけて岩壁を移動する訓練をしました。
特にわずかな突起などに足場を確保する場合、足の親指の付
け根を意識しかかとを下げることによって岩に足場が密着し安
定する。
ホールド（手掛かり）は頭より上に置いてはいけない。体が
伸びきって、次の動作ができなくなる。
河原で歩行訓練

◆ 河原で渡渉と岩のゴーロ歩き方 10：30～11：45
大日岳を源流とするザクロ谷から流れてくる雑穀谷の河原で
実施。
たえず 5～6 歩先を考えて足を運ぶ。丸い岩・石は動いて丸く
なったので足場としては危険性があり、角のとがった岩・石に
足場を置いて歩くこと。

グリーンパーク吉峰でハイキングコースを三組に分かれて、
歩きながら読図学習。
入浴後帰路へ

地図を広げ、コンパスを

◆ 読図学習 12：30～14：30

使う練習

（昼食）

雑穀谷の岩壁で

9：30～10：30

三点支持訓練

◆ 三点支持訓練

甲 か：天気も良かったので、沢山のことを体験しながら学ぶことができました。岩登りでの 3 点支持は、頭
で分かっていても手や足が旨く置けず何度も滑落しそうになりました。読図では、緑深いグリーンパー
ク吉峰の展望台を目指して何度もコンパスを使い、進む方向を確かめながら登っていきました。コンパ
スがうまく使えました。下りは、意識して足の親指に力を入れ、少し膝を曲げて肩幅に開いて歩いたら
膝に無理なく下れました。これからも忘れずいつもできるようにいていきたい。
堀 井：初心にかえって「山歩きのイロハ」を思い出しやってみる機会でした。読図は苦手な分野ですが、野山
で地図を広げコンパスを使うことを習慣にしなければ…。
上 田：今回とても有意義なセミナーとなりました。下山時の歩き方、三点支持のポイントを教わり、やって
みました。普段から足の親指の付け根を意識して歩くことが大事だと思いました。講師・黒川さんあり
がとうございました。
的 場：一昨年は雨、昨年は机上学習、と雑穀谷から遠ざかっていましたが、久しぶりに雑穀谷の岩壁に張り付
いて改めて基本の大事さを実感しました。講師の黒川さんの言われた「いつも意識していれば、無意
識にできるようになる」は身にしみました。読図もきっちりやりました。
瓶 田：久しぶりに雑穀谷に行きました。良い天気のもと岩登りの基本を習いました。これを実際の登山でいか
したいとおもいます。ありがとうございました。
背 渡：正直、「歩き方」「読図」とか毎回“めんどうくさい”と思いつつ参加していますが、参加し「聞いて、
行動して」改めて必要なことだと思いました。
自分のため、家族のため、山行仲間のため――今後、多数の会員の参加を！
林 ：久しぶりに岩に取り付いて少しビビりました。石を積んだ壁で訓練したほうが実践的だと思いました。
吉峰での読図学習は少人数に分かれて行なったのは良かった。吉峰を推薦した私は、3 月の雑草などが
繁っていない時の印象で薦めました。直前の下見の必要を感じ反省しています。
古 川：忘れていた岩場のトラバース・歩き方などを思い出させる。黒川さんの熱意のこもった解りやすい講義
に感服。また、七尾から参加の森田さんにお逢いできて感激大。楽しい有意義な一日でした。
(次ページへ続く)
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登山セミナーに参加して

森田絹代

七尾から参加です。今年は能越道だけでなく高岡 IC から小杉 IC 付近までの１本道も開通しており、集合場所ま
では１時間ちょっとで行くことができました。昨年は２時間ほどかかっていたことを考えると「私のために出来た
道だわ！」と勝手に喜んでいます。
セミナーの最初は雑穀谷で岩壁のトラバース訓練。ロッククライミングの練習をしている人が登っている高い岩
壁に向かって歩いていくので「こんな壁はとても登れないぞ・・・」と一瞬とまどいましたが、我々はその高い壁
の下１m ほどのところでの訓練でした。些細な出っ張りやへこみの部分に靴底をうまく密着させて安定する場所を
探しつつ進むのは、大変でした。実際の登山道で足場となる杭が打ってあったり鎖があることに改めて感謝です。
次は河原に降りて、ゴロゴロした岩場を歩いてみました。浮いていたり動いたりする岩があるので注意しながら。
角のとれた丸みのある岩は上流から流れていたものだから動く可能性が高いとのこと。納得です。
河原で昼食をとりました。いつものことですが、他の参加者のみなさまからいろんな
ものをごちそうになりました。その中に豆腐を持ってきた人が！！びっくりしました。
でも口当たりが良くお醤油の塩分が美味しかったです。これはいいですね。機会があれ
ば私もやってみようと思います。さて、豆腐を持ってきた人とは誰でしょう？
午後からは吉峰に場所を移してコンパスの使い方を実習。以前、一度だけ講習を受け
たことがあるのですが、座学だったために磁北線というものがあるということを学べた
程度でした。今回は屋外で使ってみたので、とてもよくわかりました。使い方を教わっ
たあとは実際に地形図上に目的地を決めてコンパスを片手にハイキング。歩き始めは風
が心地よく吹いていてルンルン気分でしたが、どんどん進むにつれて道の両脇には高い
木が茂って風がなくなり、お昼過ぎということもあって気温も湿度もあがり、道も急な
上りになって・・・、汗が吹き出しました。それでもゴールの展望台では眺めも良くて疲れもどこかへ。
セミナー終了後はお風呂。お風呂のあとはアイスクリーム。ラベンダーのソフトクリームは美味でした。
気温が高い一日でしたが、雨よりはいい。自然に囲まれて、気持ちよく学びました。移動の車中もいろんなお話
をしながら楽しい時間でした。今シーズンも安全に楽しく登山を楽しみたいと思います。ありがとうございました。

登山セミナーを実施して

代表 岩井富雄

梅雨の季節で雨が心配でしたが、良い天候になって予定通りの訓練・学習ができました。久しぶりに前代表
の黒川衛さんに講師を要請して実施しました。三点支持について、手の位置・足の運び方などやさしく、時に
はきびしく説明・指導。河原での歩行訓練では「肩幅に開いて歩くこと」
「足の着地の仕方」など基本的なこ
とを丁寧に自らの動きで説明され、日頃の登山で意識していないことが「意識する必要性」を諭されて初心に
かる機会となったと思います。
読図学習は古川さんが作った説明書を手に
４班に分かれ少人数でチューターの指導で実
施しました。
今後も会員の協力を得ながら、会員のニーズ
に応えるよう工夫して実施したいと思います。
セミナーに参加すれば、今の自分の状態やレベ
ルの点検の機会となります。会員の交流の機会
でもあります。年一回のこの企画を続けていき

グリーンパーク吉峰にて

たいと思います。

峯 ：天候に恵まれ最高！三島野 SC に入会して初めて黒川前代表の講義に個性の強さを感じ感服しました。
何事にも経験の深さが感じられ、挑戦意欲が湧いてきました。吉峰遊歩道をルンルン気分で歩きまし
た。…まだまだ歩きたかった。
荒 井：久しぶりに黒川さんの顔を見ることができました。以前と変わりない話しぶりの講義を聞きました。
“元気そうで良かった”
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自主企画

福井県勝山市／石川県白山市（旧白峰村）

1,671ｍ
予定していた「能郷白山」は、登山口の温見峠までの道路が土砂崩れ・落石で通行止めになっている情報を
得てそれを確認して「大長山」に変更しました。
（既報）

【メンバー】
〈Ｌ〉堀井泰則、
〈ＳＬ〉小坪哲彦、黒川 衛、

【行程記録】

峯 周二的場邦夫、岩越理代、上田千秋、甲かほる、

薬勝寺Ｐ5：00

竹内啓子、藤井洋子、長谷部節子、宮本久子

北陸高速道からＲ－157
林道ゲート 7：50

大長山山頂にて

登山口 8：20 着 8：30 出発
小原峠 9：30～9：40
刈安山 10：18～24
（11：00 雨具着用）
大長山 11：48（昼食）12：15
刈安山 13：44
小原峠 14：23
登山口 15：10
帰路
「勝山温泉センター・水芭蕉」で入浴

大長山 ドキュメント
赤兎山

○ 富山ＨＣからの情報で「能郷白山登山口へは道路通行止めらしい」と
荒井さんから電話が入ったのは 10 日前。翌日、すぐに現地の福井県の
土木事務所に電話で問い合わせた。
「登山口の手前 5ｋｍで通行止め、
歩くことも止めてください」という返事を受け、代案として「大長山」
を全会員に即日連絡をとった。
○ その日の天気予報が晴れから雨に変ったが、とにかく出発しようと 12
名が二台の車に分乗。
○ 「徳光ＳＡ」で降りしきる雨の中でゆっくりと朝食をとりながら『こ
れから』を相談した。
“とにかく現地へ向かおう”と高速を降りてＲ-157
を走る。途中の手取川ダムで停まって、見事なロックフィルダムを見
学。相変わらず雨は…。
○ 「大野朝市で買い物を楽しんで、大野城を見学プラン」を話合いなが
ら車を走らせていたら空が明るくなってきた。
“ン‥青空も見えてきた
ぞ”となってＲ-157 から登山口への林道にハンドルを切った。ゲート
があって管理人は「何人ですか？」に、おもわず「10 人です！」と返
して入山料 300 円×２人分が…浮いてしまった。
○ 登山口に着いて準備。雨は降っていないが雲が覆う空を見上げて“合
羽を着るべきか”迷う。歩き始めて 20 分位経ったところで、雨具着用
休憩。
○ 登山道脇には食べ頃のコシアブラが沢山あり、ススタケも顔を出して
いる。林道ゲートに「山菜採取禁止」の標示板があったが“見なかっ
たことにして”思わず手が出てしまう。
○ 登山道は結構ＵＰ・ＤＯＷＮがあり、★★でなく★★★が妥当かな？
○ 山頂は展望よく 360 度の展望。だが空を覆っているぶあつい雲が邪魔
していた。なだらかな山頂にはコバイケソウが咲き、ニッコウキスゲ
も咲き始めていた。天気がよければ「最高！」と報告できるのに…。
○ 下山途中から降りしきる雨の中ひたすら下った。
（堀井 記）
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甲 か：雑穀谷訓練で学んだことを、今回の山行で実践できたらいいなあと思い

山頂に咲くコバイケソウと
ニッコウキスゲ

雑穀谷にバイクで参加

ながらスタート。やはり、全然やれていません。カッパの両足の内側が
見る見るうちに泥だらけ。
「肩幅で八の字でいつも歩くこと」の難しい
こと。でも UP/DOWN が多かったので気を引き締めて歩いたら、一度も
尻餅をつかず、膝も痛めず無事下山でき嬉しかった。時々の優しい声かけ
もありがとうございました。山道には、ずっとアカモノが、途中からゴゼ
ンタチバナ、堂々と咲いていたツバメオモトにも逢うことができました。
朝、迷っている時に出てくれた太陽に感謝！感謝！
上 田：雨の中、滑らないよう慎重に歩き、無事下山できてほっとしました。
雨の日の山登りも思い出のひとつになります。
的 場：福井・大長山付近の天気予報は雷・竜巻情報が出ていて最悪でしたが、
〈Ｌ〉の判断で登山口に向け出発。
Ｒ-157 を勝山に向かう途中で雨が激しくなり“中止かな”と思っていたが、福井県に入ると予報に反し
て雲が切れてお日様も出てきた。〈Ｌ〉は迷わず登山口へ GO サイン。大長山は隣の赤兎山よりアップ
ダウンがあり、山行時間も長く登りがいのある山でした。頂上に二等三角点があり、開けていてニッコ
ウキスゲ、ササユリ、コバイケソウが咲いていました。晴天ならば見えているであろう白山・別山の眺
望を想像して下山。今度は紅葉のときに登りたい。
岩 越：生憎のお天気でしたが、登山道も比較的緩やかで雨を楽しむゆとりがありました。雨上がりに小さな虫
が飛び回り「防虫ネット」があって助かりました。
小 坪：林道のゲートで入山料一人 300 円を払ったところで見た「山菜採ること禁ず」の看板どおり、さすが、
あるわあるわ！見とれて前になかなか進まない時も。紳士・淑女の集団、三島野 SC の会員はただ〃〃
見つめ、後ろ髪惹かれる思いで通り過ぎましたヨ！今回、ハルオさんやアツコさんが参加されなかった
ことが、ひたすらお気の毒？？でした。
長谷部：梅雨のうっとうしい高温多湿でもなく、スッキリしない空模様でしたが、途中から降ってきた雨の中頑
張りました。コシアブラをゲットでき楽しかったです。
峯 ：往きの徳光 SA で雷雨のため「中止決定」するも、目的地付近に来て雨があがり「山行決定」（内心複雑
な気持ちを抱いた。ヤル気が薄れていた）。登山口より小原峠までブナ林の景観に癒され、いっぱいの
マイナスイオンを頂きました。頂上は広くはなかった。視界が悪く展望がなく残念、秋晴れの時に再度
登りたい！登山道の淵に咲くゴゼンタチバナやアカモノの群生が可憐でした。下山は雨に打たれ“ルン
ルン気分”になれず、登り下りで誰一人とも会わず、人気のない山かなと思った。
竹 内：アップダウンと平坦な道の繰り返しの多い山でした。樹木の中を登りながら、たくさんの種類の花に出
会え楽しかったです。アカモノの群生の可愛らしかったこと！白い花をつけたナナカマドも沢山ありま
した。緑もいいけど、秋の紅葉が美しいだろうなあ…と想像しながら歩きました。花を楽しめる良い山
でした。
藤 井：初夏の白色系の花々とホトトギスの鳴き声が足取りの重い私を励ましてくれました。
宮 本：雷雨注意報もあり、天候が一番心配でした。が、登山口駐車場で“行くぞー！”の〈Ｌ〉の掛け声で一
変に元気になりました。ゴゼンタチバナやオオカメノキの白い花に癒され、岩場もあって楽しい登山に
なりました。

山と仲間と私

黒川 衛

この間、私ごとでいろいろあり、定年で会社を退社したことなどで生活が大
きく変化し、精神的に不安定な状態が続いていました。しかし、家族のおかげ
で心身とも復調し、経済的な安定が見え、精神的にもゆとりがでてきました。
かつて乗り回していたバイクを購入してツーリングしたりすることで、気持が
内にこもらず外に向かうようになってきました。
“胸に赤い血潮が湧いてきた”
ということでしょうか。

大長山にて

そんな折、登山セミナーで講師依頼を引き受け、懐かしい仲間の姿を見て、
私の胸の中に浮かんだ言葉が『山と仲間』でした。山があり、そこには仲間が
いる。この両方があってこそ素敵な人生が送れると思いました。
今回、大長山にも参加したいと思い申し込み、そして仲間といっしょに歩く
ことができました。
私でよければいつでも声をかけてください。使ってください。
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夏山シーズンに備えて
日本勤労者山岳連盟理事長

浦添嘉徳

梅雨が明けると夏山の本格的シーズンが始まります。山の素晴らしい自然環境を求めて多くの方々が
楽しい登山計画を立てているのではないでしょうか。
しかい、登山は山岳という大自然を相手にするものです。誰でも事故に遭遇しうる場所であることを
十分に認識したうえだ計画・行動する必要があります。
今月 18 日、警察庁は 2014 年に起きた山岳遭難の概況を発表しました。発生件数は 2293 件（前年よ
り 121 件増）、遭難者数 2794 人（81 人増）です。10 年前と比べて件数も 66％増え、統計史上最高と
なっています。
遭難の内容をみると①道迷い 41.6％ ②滑落 17.9％ ③転倒 14.4％ ④病気 6.7％ ⑤疲労 5.8％ ⑥転落
3.2％という状況です。遭難者は 40 歳以上が 76.4％と圧倒的に多く、60 歳以上は 50.1％です。死亡・
行方不明者は 311 人で、40 歳以上が 92％を占めているのが特徴的です。
遭難を未然に防ぐためには第一に登山計画を立てるときに自分やグループ全員の体力にあった山や
コースを選ぶことです。登山地図やガイドブックで危険箇所も調べます。余裕を持って目的地に着いた
り、下山したりできるような日程にしたいものです。
第二は、必要な装備、食料・水などの準備です。忘れてはいけなのは①天候の急変に備えた雨具 ②
道案内に必要な地図とコンパス ③暗くなった時に備えるヘッドランプです。
第三は、起床や火山の情報を事前に収集し、悪天候が予想される場合は、撤退することも考えておく
ことです。
第四は、これらのことを登山計画書としてまとめ、家族や職場、山の会、登山口のポストや必要な器
官へ提出することです。事故が起きた場合の重要な手掛かりになり、すばやい救助活動につながります。
事故が置きやすい時間帯もあります。労山の昨年の統計では、お昼を除いて 11 時から 14 時の間に多
いことが分かっています。午後のピークは下山を始めた頃の時間帯になります。焦らずに安全な登山を
楽しみましょう。
〔この項 「しんぶん赤旗」より転載 文責 岩井〕

山のひとくち知識
ブヨで悩まされた経験は多くに登山者にあると思います。三島野 SC でもその被害を受けた人も多くあり
ます。中央アルプスの 2,900ｍの木曽駒山荘にたくさん飛び回っていたのには驚きました。高山にはいない
と思っていたから…。何人かやられて“お岩さん”になってしまいました。

カやアブと同じくメスだけが吸血するが、それらと違い吸血の際は皮膚を噛
み切り吸血するので、多少の痛みを伴い、中心に赤い出血点や流血、水ぶ
くれが現れる。その際に唾液腺から毒素を注入するため、吸血直後はそれ
程かゆみは感じなくても、翌日以降に（アレルギー等、体質に大きく関係す
るが）患部が通常の 2～3 倍ほどに赤く膨れ上がり激しい痒みや疼痛、発熱
の症状が 1～2 週間程現れる（ブユ刺咬症、ブユ刺症）。体質や咬まれた部
位により腫れが 1 ヵ月以上ひかないこともままあり、慢性痒疹の状態になっ
てしまうと完治まで数年に及ぶことすらある。多く吸血されるなどした場合は
リンパ管炎やリンパ節炎を併発したり呼吸困難などで重篤状態に陥ることも
ある。

ブヨ対策――刺されないために
○ にハッカ湯を水で溶かして肌にスプレーする。

…じつは、6／21 の大長山でやられたんで
す。「たいしたことはない」と顔の周りを飛び

数時間ごとにする
○ 長袖、長ズボンを着用する

回るブヨを手で払っていたのですが、翌朝、鏡

○ 頭からかぶる防虫メッシュで顔面を覆う

に映るおのれの顔が「お岩さん」状態。
しかも、ザックには頭からかぶる防虫ネット

○ 市販の防虫スプレーを間歇に体にかける。

を持っていたのに…

ブヨ対策――それでもやられたら

しかも、防虫ネットを被っていた人がいたの

○ すぐに毒を吸い出す。
○ ステロイド系塗り薬を患部に塗る。一般的な

に、それを横目で見ながら…
その人は〈Ｌ〉でした。

塗り薬（ムヒなど）では効果がありません。
○ かゆみがひどい、腫れがおさまらない場合は早めに病院（皮膚科）へ

三島野スポーツクラブ運営役員
任務分担

氏

名

住

所

TEL

代 表

岩井 富雄

射水市宝町 1364-35

57-8180

副代表

小坪 哲彦

射水市中太閤山 5-59

56-3028

副代表

背渡 健治

高岡市五福町 11-45

23-2446

会計担当

荒井 英治

射水市上野 465

56-3058

会報担当

堀井 泰則

高岡市石瀬 748-6

25-2792

〔世話人会〕
的場邦夫、 林 憲彦、峯周二
宮本久子、甲 厚子、島倉津也子、
岩越理代
と左記の運営役員の方々で構成
しています。
〔相談役〕 山田 格
黒川 衛
〔会計監査〕
竹内啓子・加藤日出子

世話人会は原則毎月の第一・第三月曜日に開催いています。
７月は第 1 月曜日 ６日・第 4 月曜日 20 日(月)です。ご出席をおねがいします。
尚、開会時間は７時 00 分～8 時 30 分です。
会場は小杉駅南口近くの射水市三ヶ（元町）2739-1「はなみずき」です。
（布や寝具店横）

会報についてのご意見などお寄せください。山の出来事の面白い話も。
堀井まで E メールアドレス yasu0126@p1.tcnet.ne.jp
FAX 25-2792
三島野スポーツクラブのホームページの URL
http://sportstoyama.namaste.jp/misimano/misimano.html です
インターネット「三島野スポーツクラブ会報」で検索し、その項をクリックすると全ページ
カラーで見ることができます。

